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洛西の金蔵寺
写真／魚住 玄通 (東山)

2006年11月19日雨, カメラのモデル CanonEOS 20D, Ｆ
値2.8, 露出時間20分の１秒, 焦点距離126mm, ISO－400｡
雨がかなり降っている中, 手持ちで遠くの滴を撮影するこ
とができました｡ デジカメの威力です｡
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新医師会館を建設するにあたり, 当初, メ

ディカルセンター機能・エデュケーションセ

ンター機能・地域医療センター機能を三本柱

として検討してきたが, どの機能も単純に３

つの機能に割り振りしきれず, 横断的な機能

を持った部門が必要と考えられたため, すべ

ての機能に関係する地域医療センター機能と

いう呼称をやめて, 上記２つの機能にインフォ

メーションセンターと検診センターを追加し

た形で再検討している｡

今回はメディカルセンター機能について,

委員会で議論された内容を披露する｡

京都府医師会が担うべきメディカルセンター

機能がどのような内容でどの範囲までをカバー

しなければならないかは委員会メンバー間で

もかなりの温度差がある｡ 内容としては,

(１) 診療機能としての休日急病診療所 (２)

相談機能としての医療相談・予防接種相談

(３) 検診(健診)機能としての各種がん検診・

心臓検診・特定健診・特定保健指導等を検討

すべき内容と考えているが, 委員会での議論

は急病診療所のことに多くの時間が費やさ

れた｡

現在, 京都市 (財団法人京都市急病診療所)

が行っている急病診療所の運営には当初より

京都府医師会が深く関与し, 各専門医会とと

もに協力してきた経緯がある｡

その内容であるが, 昭和53年７月に, まず

小児科のみの休日急病診療所としてスタート

している｡ 同年８月には眼科が追加され, 翌

昭和54年４月からは耳鼻咽喉科の診療も加わ

り, それと同時に上記の中京区以外に山科区

の東診療所 (内科) と右京区の西診療所 (内

科) での休日急病診療も開始された｡ その後,

小児科に関しては平成３年２月から東診療所

での診療が開始された｡ 平成15年より京都府

医師会に小児救急医療検討特別委員会が府市

協力のもとに設置, 各医療圏ごとの小児救急

医療体制のあり方が検討され平成17年３月に

答申がなされた｡ その中で京都・乙訓医療圏

における小児救急医療体制強化の観点から,

平成17年９月から中京区の休日急病診療所で

は平日の準夜帯・土曜日の昼・土曜日休日の

準夜帯まで診療時間帯を広げて市民サービス

を充実させている (この時, 名称を休日急病

診療所から急病診療所に変更された)｡ すな

わち, 一般の診療所の時間外領域を, 深夜帯

を除いてできるだけカバーし, 市民がいつで

も医療サービスが受けられるようにすること

が第一の目的であるが, 病院の勤務医の負担

を軽減させる効果もある｡ 事業規模としては,

受診者総数が, 平成16年度が23,504名, 17年

度が30,873名, 18年度が35,080名で, 準夜帯・

土日の診療時間の拡大を図ってから急激に受

診者数が増加している｡ 予算規模は３億５千

万～４億円程度で, 赤字部分への対処は京都

市が行うことになっている｡

委員会での議論の中心は, 急病診療所の運

営を京都市から医師会に全面的に委託され,

新医師会館内に急病診療所を開設するとなっ

た時に, どの程度の内容であれば受けること

が可能かということであった｡ 赤字を出して

まで医師会が市民サービスを行えば, 会費を

負担している府医会員が納得しないであろう｡

更に, 深夜帯までカバーするとなると赤字が

莫大なものになる可能性があるばかりでなく,

出動医師の確保も難しくなる｡ また, それに

��������	
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理 事 橋本 京三
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関する周辺問題として, 受診者がピークに達

する年末年始の駐車場の確保も周辺の交通事

情を考えると大きな問題となろう｡ 一方で受

診者数の少ない西診療所のあり方についても

検討が必要であり, 小児の受診者が減少傾向

にある東診療所のあり方についても統廃合を

含めて検討しなければならない｡

以上のことから, 京都市からの依頼であっ

ても, そう簡単に受けることが出来る問題で

はなく, 慎重な検討と計画, 更には会員の同

意が必要となる｡

内山 卓京大医師会会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 勤務医の労働環境

など勤務医を取り巻く状況に対する取り組み

等について述べた｡

森府医会長は, 医療制度の改善を目指して

勤務医の入会促進を始め種々の取り組みに関

しての府医の考えを日医などに示してはいる

ものの, 全国的に同一歩調をとることができ

ない現状であるが, 我々が提言しつづけてき

たことでようやく勤務医に目が向けられるよ

うになってきているとした｡ 新医師臨床研修

制度に関しては, 医師不足の契機にもなり批

判もあるため今後も議論が必要であり, 慎重

に取り組んでいきたいとの意向を示した｡

診療報酬改定については, 診療所はもとよ

り, 病院勤務医の労働環境整備の改善が第一

であり, 医師不足については, 地域医療対策

協議会の中でも対応が必要であることを示す

とともに, 京都府が行っている対策は公立・

公的病院のみであるので, 民間に関しては府

医がドクターバンクを設置して対応したいと

の考えを述べた｡ また, 京都の医療提供体制

に関して, 我々としては在宅を望む患者さん

に対しては, 受け皿としての在宅医療を推進

する方針であり, 病院から在宅へのスムーズ

な治療の継続性を追及することを考えていか

ないといけないとした｡

また, 病院では現在, ＤＰＣや独法化等大

きな問題があるが, ｢我々としては, 京都府

の中で京大や市中病院・診療所において, 連

携をとった医療システムをどれだけ提供でき

るかを今後も追及していきたい｣ との意気込

みを示した｡

病院勤務医の労働環境について

東府医理事は, 府医が平成17年度におこなっ

た会員意見調査と, 大阪府医師会勤務医部会

がおこなった ｢勤務環境に関するアンケート

調査｣ の集計報告書をもとに, １週間の平均

実働時間等, 勤務の労働環境の現状について

京大医師会と府医執行部との懇談会が12月17日(月), 京都大学医学部附属病院で開催され,

地区から６名, 府医から５名が出席し, ｢勤務医の労働環境｣ 等について, 活発な意見交換が

繰り広げられた｡

京京 大大
医師会との懇談会

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � �

京大医師会との懇談会 (12.17 京都大学医学部附属病院)
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説明し, 超過勤務で勤務医が疲弊し, 開業に

走るという現状を示唆する数値となっている

ことを示した｡ また, 新医師臨床研修制度が

これに拍車をかけており, 研修を終えて大学

の医局に入局する研修医が少ないことや, 京

都で研修を受けても京都に残らない研修医も

いるので, 京都で研修を受けた研修医が京都

に残っていただけるような受け入れ体制を考

えなければならないとした｡ 今後は, 勤務医

と開業医が知恵を出し合い, 勤務医のみなら

ず開業医も含めて医療環境をよくすることを

大きな目標とし, 医師会活動をしていかなけ

ればならないとの考えを示した｡

京大からは勤務医の超過勤務の現状が示さ

れ, 労働環境を改善したいとする一方で, 改

善に取り組むと病院の経営が成り立たない状

況に陥るので, 医療費の総枠を広げることが

問題解決の糸口になるとの意見を述べるとと

もに, 超過勤務となる要因としては, マンパ

ワー不足や, 大学病院特有の業務内容にある

ことが示された｡ これに対し森府医会長は,

超過勤務の調査をおこなっても実際の数字が

表には出てこないとし, 現状を打破するには

実態を表に出し訴えていかなければ, 診療報

酬のアップ等での対応も見込めないとした｡

さらに安達府医副会長は, 社会保障費2200億

円の削減に関して, 政管健保の国庫負担金で

約1050億円の削減がほぼ決定していることか

ら, 後発医薬品の使用促進にかかる処方せん

の様式変更が勤務医対策をすることを条件に

了承された経過を説明し, 今回の診療報酬は

プラス改定となる見通しを示した｡ しかし,

日本の診療報酬体系が物と技術が一緒になっ

ており, 技術料の評価が分かりにくいことや,

ドクターフィーとホスピタルフィーが分離さ

れていないために, ドクターフィーでどれだ

けなのか分からないため, 今回のプラス改定

で勤務医対策に当てられるとしても, 救急・

産科・小児科に重点的に点数がつくのであれ

ば, 病院総体の収益が増加しても, 勤務医の

待遇改善にはならないとの見解を示した｡

医師不足に関して上原府医副会長は, ｢医

師不足｣ という言葉が先走り, 経済財政諮問

会議では看護師の仕事の幅を広げる方向で議

論が進んでいるが, どこで, どのような医師

が不足し, どのような偏在が起こっているか

というデータが示されていないとした上で,

データの裏付けを取らずに, 単に医師を増や

すという施策ではただ偏在を助長するだけと

なりかねないことから, 慎重に取り組まなけ

ればならないとの見解を示した｡

また, 森府医会長は我々が取り組んでいる

在宅医療の整備のように, １人の患者を複数

の医師で担当するような連携したシステムを

考えなければ医療は成り立たないとし, 慎重

にＰＲしていかなければならないとの見解を

示した｡

安達府医副会長は, ドクターフィーとホスピ

タルフィーが分離しなければ本当の意味で勤務

医体制の問題の解決にならないとし, ３年後の

レセプトオンライン請求の義務化を現在の診療

報酬体系で行えば, 請求と審査現場は大混乱と

なるので, これを機に診療報酬体系について議

論するべきであるとの考えを示した｡

産婦人科の現状について

京大から, 平成16年の卒後臨床研修制度が

開始されて以降, 京大の産婦人科医局への入

局者がいないことが示され, また産婦人科医

の絶対数や本格的な産婦人科医療を行う医師

が極端に減少していること等の厳しい現状が

示された｡ また, このまま何もせずに放置し

ておけば産婦人科医は減る一方であり, 産婦

人科医を増やす方法としては, 専門医の数を

定めることや, 産婦人科医の手当てを手厚く

することも必要なのではないかとの意見も挙

げられた｡ それに対し上原府医副会長は,

｢産婦人科医療はリスクがあるものだ｣ との

理解をいただくことや, 無過失補償制度を創

設・充実するような方向に向かわなければ,

この問題は一筋縄ではいかないとの見解を示

した｡
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日本の医療について

京大より, 日本の医療の将来は医師会や学

会がリードするとともに, 一般社会に向けて

医療の現状を発信しないと何も変わっていか

ないとの意見や, 勤務医の代議員数等を増や

し, 日医の中で意見が反映されるような仕組

みにしなければならないとの考えが示された｡

これに対し, 上原府医副会長は, 日本の医療

を考える際に, ｢日本の医療をどうしたいか｣

ということではなく, 財源問題が先に出てく

るとの現状を示した上で, 日医としても開業

医だけでは10年後の医療を考えることはでき

ないので, ｢医師の団体｣ として勤務医も一

丸となって考えなければならないとした｡ 加

えて, 森府医会長は日医の意見広告から見て

も分かるように, 勤務医の力を全体として集

めていかないと日本の医療が潰れてしまうと

の危機感が日医にも出てきたことを示した｡

また, 中野府医理事は, 日医の会員数および

勤務医の会員数を述べた上で, 日医の組織率

は60％であること, また日医の勤務医の代議

員数は, 350中20人である現状を示した｡

最後に安達府医副会長は, 小泉政権で医療

崩壊の危機等の問題が出てくるまでのプラス

改定であった頃には, 勤務医の先生方は医療

制度の問題に興味をもたれていなかったとし,

本来ならば医師免許を持つ人間が医療を担当

する者の責任として考えるべき問題であり,

経営者であろうと被用者であろうとその責任

に変わりはないとの見解を示した｡

昨年９月30日に開催いたしました第33回京都医学会において, 今後のよりよい医学会運営の

ために, 参加者に対しアンケートを実施しましたので, その結果を報告します｡ 参加者402人

のうち80人の方にご協力いただきました｡

参加者の所属地区医師会割合

京都市内：297名 (73.9％)

北 ：14名 上東：21名 西陣：13名

中東：７名 中西：32名 下東：７名

下西：40名 左京：24名 右京：22名

西京：30名 東山：15名 山科：23名

伏見：34名 京大：３名 府医大：12名

南部：55名 (13.7％)

乙訓：６名 宇治久世：38名 綴喜：７名

相楽：４名

北部：17名 (4.2％)

亀岡：５名 船井：１名 綾部：４名

福知山：５名 与謝：２名

非会員：33名 (8.2％)

第33回京都医学会アンケート調査結果について
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アンケート結果 (回答者80人)

１. あなたの年齢は？

20歳代：２名 (2.5％)

30歳代：４名 (5.0％)

40歳代：13名 (16.3％)

50歳代：21名 (26.3％)

60歳代：17名 (21.3％)

70歳代：15名 (18.8％)

80歳代以上：８名 (10.0％)

２. あなたの職種・身分は？

開業医：43名 (53.8％)

勤務医：26名 (32.5％)

研修医：１名 (1.3％)

学 生：１名 (1.3％)

医療関係者他：４名 (5.0％)

不 明：５名 (6.3％)

①会員区分 (府医会員のみ)

Ａ会員 (病院・診療所を

開設・管理する医師)：46名

Ｂ会員 (病院・診療所に

勤務する医師)：26名

Ｃ会員 (大学病院に勤務する

医師または研修医等)：２名

Ｄ会員 (ＡＢＣ会員に属さない

会員, 居住会員等)：２名

３. 本医学会への参加は何回目ですか？

初めて：19名

これまでにも参加したことがある：61名

(５回以下：32名 ６～10回：14名

11回以上：14名 不明：１名)

４. 本医学会を何でお知りになりましたか？

(複数回答可)

京都医報：67名 ポスター・チラシ：14名

知人・友人から聞いて：３名

その他：８名
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次回医学会の統一テーマの設問では下記の

記載がありました｡

１. 生活習慣病 (３人)

２. 高齢者医療 (３人)

３. 在宅医療 (３人)

４. 画像診断技術の進歩 (２人)

５. 医療崩壊 (２人)

６. 特定健診 (２人)

７. メタボリックシンドローム (２人)

８. 救急医療 (２人)

９. 予防医学 (２人)

10. 病診連携 (２人)

11. 感染症 (２人)

12. 介護 (２人)

13. 住民健診, がん検診のあり方

14. 精神疾患の診断・治療

15. 急性冠症候群と病診連携 (地域格差の是

正を含めて)

16. 老化

17. リハビリテーション

18. 認知症

19. 緩和医療

20. 栄養管理

21. 終末期医療

22. かかりつけ医

23. 我が国のがん診療とがん対策

24. 地域医療

25. 総合診療とは

26. 大腿骨頸部骨折連携パスとその集学的

治療

27. 注意喚起症例

28. 医療安全

29. 医療危機・行政へのアピール

以上の結果を参考に府医学術・生涯教育委

員会において, 来年度の医学会運営について

検討させていただきます｡

第33回京都医学会アンケート結果(意見)

・京都医学会開催の周知の徹底を

・医療関連企業に協賛してもらい ｢ランチョ

ンセミナー｣ を企画されては如何？

・出来れば開始時間を少し遅らせてもらいた

い [終了時間が遅くても可]

・ビデオの声が聴き取りにくかった

・Ａ～Ｅ会場の分類が良かった

・現行でよい

・特別講演・シンポジウムと素晴らしい内容

であったが, 消化不良気味です

・良好な運営

・ポスター会場で発表中にもかかわらず, 他

の話し声が高いのは, 発表者に失礼である｡

マナー向上をお願いしたい｡

・ホームページから演題の登録, 抄録の登録

も出来るようにしてほしい

・抄録の提出要項が非常にわかりにくいです

(文字数, 書式等の設定)

・一般演題をなるべく多く応募発表出来るよ

うに勤務医, 開業医を含めてお願いしてほ

しい

・初めて出席いたしましたが, 意外と興味深

く, 次回も出席してみようと思いました｡

地区医師会を通じてもっと積極的に参加を

求めれば参加増につながるものと考えます

・学術賞ありがとうございました｡ 大変光栄

です｡ 一般病院勤務医を勤めながらこのよ

うな賞をいただけたことに大変嬉しく思い,

また励みになります｡ 京都医学会の今後の

発展を心よりお祈り申し上げます｡
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【この検査の背景(基礎)】

ｐ53遺伝子は癌抑制遺伝子として位置づ

けられており, 同遺伝子によって誘導される

ｐ53蛋白は細胞周期進行の制御・ＤＮＡ修

復酵素の活性化・アポトーシス誘導能等の多

彩な活性を介して, 生体を遺伝子異常から防

御する機能を担っています｡ 従ってｐ53遺

伝子自体に突然変異が生じた場合にはｐ53

蛋白の有するこれらの機能が失われてしまい,

当該細胞の腫瘍化に至るメカニズムが考えら

れます｡ 実際, 大腸・食道・乳腺・胃・肺・

脳など多くのヒト癌細胞においてｐ53遺伝

子が突然変異を起こしていることが見出され,

さらに癌高頻度発生家系として知られている

Li-Fraumeni 症候群においてもｐ53遺伝子変

異が見られることが報告されています｡

正常のｐ53遺伝子から誘導されるｐ53蛋

白 (野生型ｐ53蛋白) は半減期が短く速や

かに分解されるため, 正常細胞にはごく微量

のｐ53蛋白しか存在しません｡ しかし, ｐ53

遺伝子が変異して生じた変異型ｐ53蛋白は

分解処理されにくいために細胞核内に異常蓄

積することになり, このようなｐ53蛋白の

異常蓄積は実際多くの腫瘍組織で観察されて

います｡

【検査方法と内容】

担癌患者の血清中にはｐ53蛋白に対する

自己抗体 (抗ｐ53抗体) が検出されること

が1980年代から報告されており, この抗ｐ53

抗体の出現とｐ53遺伝子変異の間には非常

に高い相関があることが示されています｡ 今

回, 平成19年11月１日付けで新規保険収載さ

れた ｢抗ｐ53抗体検査｣ は, 遺伝子工学的

に合成されたｐ53蛋白を固相化抗原として

患者血清中の抗ｐ53抗体を酵素免疫測定法

(enzyme- linked immunosorbent assay：ELISA)

にて検出するものであり, 従来の腫瘍マーカー

検査が主に癌細胞自体に由来する物質 (癌胎

児性蛋白質等) の血中濃度を測定するもので

あったのに対し, 抗ｐ53抗体検査は癌細胞

由来蛋白に対して反応性に患者血清中に出現

する抗体 (自己抗体) を検出するという点で,

全く新しいタイプの腫瘍マーカーと言えます｡

【臨床データ】

ｐ53遺伝子の突然変異はしばしば癌化の

初期段階で起こることが推測されていること

から, 血清中に出現する抗ｐ53抗体を検出

することにより, 早期癌の診断が可能となる

ことが考えられ, 実際, 大腸癌や食道癌の

Stage１症例を対象とした臨床研究において

も抗ｐ53抗体は既存腫瘍マーカー (CEA,

CA19-9, SCC 等) に比べて最も高い陽性率

を示しています(図１)｡ このように抗ｐ53

抗体は癌細胞が微量であっても検出できる可

能性があることおよび既存の腫瘍マーカーと

の陽性率の重なりが少ないためにこれらとの

組み合わせによる測定が有効であることが主

な有用点と考えられます｡
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【利用する際の注意点(感度・特異度など)】

ｐ53遺伝子変異が認められた症例であっ

ても今回の方法で血清ｐ53抗体が陽性とな

る確率は50～60％程度であり, 個々の癌に対

する感度についても食道癌での約30％が最大

で, 大腸癌や乳癌ではそれぞれ約25％および

約15％という低値にとどまっており, 相当数

の偽陰性例が存在することに注意する必要が

あります｡

【保険収載内容】

保険収載：平成19年11月１日

保険区分：生化学検査(Ⅱ),

準用区分先 Ｄ009 ｢９｣

保険点数：170点

主な対象：食道癌・大腸癌および乳癌が強く

疑われる患者

※上記患者に対して検査を行った場合月１

回に限り算定できる｡

なお, 診断確定後の患者については ｢悪

性腫瘍特異物質治療管理料｣ を算定する｡

京都府立医科大学附属病院臨床検査部：

稲葉 亨, 藤田 直久

図１

(㈱医学生物学研究所パンフレットより引用)

１月13日, 豊元ビルで平成20年の新年句

会が行われました｡ 穏やかな新年を迎え,

今日は天候に恵まれ, くっきりと浮ぶ東山

を窓から眺めながら, また成人式シーズン

ともいえる雰囲気の中に句会が進められま

した｡ 20歳という年齢は今私たちには, と

てもまばゆく美しく感じられます｡ はざく

ら句会も高齢化し, 少人数になりましたが,

俳句はいつまでも若々しい感覚で作ってい

きたいと思います｡ それぞれすてきな句が

寄せられて楽しく鑑賞いたしました｡

(当番 代志子)
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上山 青柿
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田村江津子
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西村妃佐子
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福原 宏一
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小林 明子
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井上代志子

１月例会
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介護保険制度発足当初, 本会からの呼びかけにより多数の先生方にケアマネジャー (介護支

援専門員) の資格を取得していただきました｡ 介護支援専門員の制度について18年度の介護保

険法改正により, 『資格更新制度』 が導入され, 『更新手続きを行わない場合, 介護支援専門員

としての実務に従事できない』 ことになりました｡

先般, 京都府介護保険推進室から介護支援専門員の資格を持つ方へ, 資格更新制度について

の案内およびアンケートが届いたかと存じます｡ この内容を要約すると下記のとおりです｡

１１１... 概概概 要要要
18年度の介護保険法改正により 『資格更新制度』 が導入され, 介護支援専門員として京都府

に登録された際に 『介護支援専門員証』 が新たに交付され, この証の有効期間は５年間とされ

ました｡ 法改正以前に資格を取得された方は, 実務研修修了時に 『受講修了証』 とあわせて

『介護支援専門員登録証明書』 が交付されてます (平成11年度以前に修了された方には, 後日

京都府から直接郵送されています)｡ この 『介護支援専門員登録証明書』 が, 更新時までは

『介護支援専門員証』 とみなされます｡

２２２... 有有有効効効期期期間間間
介護支援専門員の資格をお持ちの府医会員の多くの先生方は, 『介護支援専門員登録証明書』

の公布日が平成13年３月以前の日付になっていることと存じます｡ よって, 有効期間は平成20

年４月１日～平成21年３月31日までの間の登録証明書公布日と同じ月日となります (多くの方

が ｢平成21年３月１日｣ になると思います)｡

３３３... 更更更新新新研研研修修修
更新にあたっては, 京都府が開催する更新研修 (53時間) を受講する必要があります｡ ただ

し, 19年度までに京都府社会福祉協議会や京都府介護支援専門員会が開催した ｢専門研修Ⅰ・

Ⅱ｣ を受講されてる方は, 内容が更新研修と同じなので更新研修を受講したとみなされます｡

平成20年度に実施される更新研修の日程は現時点では未定であり, 決定次第, 京都府のホー

ムページ (http://www.pref.kyoto.jp/kaigo/) で発表されるとともに, 個別通知も行うようです｡

更新研修の受講料および交付手数料は約23,000円程度です｡

４４４... 留留留意意意事事事項項項
介護支援専門員証がない (更新手続きをしない) と介護支援専門員としての実務には就けま

せんが, 資格そのものを失うわけではありません｡ 証を更新しなくとも, 必要になった際に

｢再研修｣ (44時間) を受講すれば証の再交付を受けることができます｡

なお, 介護支援専門員としてケアマネジメントしてなくても, 居宅介護支援事業所の管理者

や認定調査員のみの場合でも証の更新が必要ですのでご注意ください｡

※本件に関するご不明な点等は, 京都府庁介護保険推進室 (075－414－4578) にお問い合せください｡

ケアマネジャー (介護支援専門員) の資格更新について
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綴喜医師会は, 八幡市, 京田辺市, 井手町,

宇治田原町の４班より成り立っています｡

平成19年度４月で管理会員81名, 勤務会員

62名, 居住会員１名の総数144名で構成され

ています｡

綴喜医師会の特徴は, 行政との連携が機密

なことがあげられると思います｡ これは, 歴

代の会長のご努力, ことに府医師会でも監事

や副会長を務められた太田�道先生, 山�

昇先生や阪神大震災のあと, いち早く地区医

師会と行政の間で防災協定を結ばれた八木良

造先生, また私の前任で３期６年を勤められ

た西村完生先生らのご努力によるものです｡

代表的なものとしては, 八幡と京田辺の２

ヶ所に応急休日診療所があり, 綴喜医師会の

管理会員が出務しています｡

住民向けには, 年１回の市民講座を開催し

ております｡ 今年は, 肥満防止 (美しくやせ

るために) のテーマで京都市立病院の吉田先

生にメタボリックシンドロームを中心に講演

をしていただき, 100人弱の受講がありま

した｡

医師会内では, 毎年綴喜医師会学術集団会

を行っております｡ これは, 学会形式で綴喜

医師会の先生方より10～12の講演や症例報告

をしていただくもので, 特に症例報告は開業

医から綴喜医師会に属する病院に紹介された

興味ある症例を中心にしていただき, 病診連

携の強化にも役立っているものです｡

勉強会は相楽医師会と共同で毎月１回行っ

ています｡ 主に, 日常の診療に役立つ話を中

心に講師の先生にお願いしています｡

行政の事業である予防接種, 健康相談, 乳

幼児健診への出務協力を行うとともに, 乳癌

検診, 子宮癌検診に綴喜医師会の先生方で出

務してもらっています｡ また, 大腸癌検診,

胃癌検診の精密検査もなるべく綴喜医師会内

で行っています｡ 毎年, 乳癌検診委員会や大

腸癌検診委員会を開催して精度管理等を行っ

ています｡

また, 綴喜医師会独自のものとして肺癌検

診を各医療機関で, 大角フィルムによる撮影

と, 京田辺市にある山城北保健所の分室に,

フィルムを持ち寄って二次続影をしています｡

これは５年前に府医のモデル事業として始まっ

たもので, ２年間は府医よりの予算で行いま

したが, その後府医のかわりに, 綴喜の２市

２町の行政より, 出資をしてもらって, 平成

19年も行いました｡ これは, (故)山� 昇先

生が熱意をもって行政の各担当長さんを説得

されたものです｡ 18年度までの成果としては,

４年間で2705名が受診され４名の肺癌うち全

員早期癌で３名が手術をして健在, １名が微

小のため経過観察中です｡ 詳細は, あらため

て医報に投稿の予定です｡

また, 綴喜医師会は会員相互の親睦を大切

にしており, 新年家族懇親会の開催, 会員家

族親睦旅行, ゴルフ大会, 囲碁大会, 家族や

従業員も加わったボウリング大会等も行って

います｡

綴喜医師会

会 長 澤井 公和

1989年３月18日, 一奉仕団体の一貫として,

北京大学生に奨学金提供の奉仕活動に訪中,

３月とはいえ北京はことのほか寒い最中, た

またま人民大会開催中とのことで, 吾々の予

定していた宿舎が使用出来ず, 急遽釣魚台国

賓館に行くことになり, 衛兵の立っている門

をくぐり広大な池をめぐらした庭の彼方, 此

������

山 科 家原 利兼
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方に館が点在し遙かに山を望む風光明媚な所

であった｡ 思わずこの庭池に錦鯉が泳いでい

たらさぞすばらしいと言ったところ, 後日中

国の方より, 是非, 錦鯉を提供してほしいと

言われ, 鯉仲間と相談して, 全日本愛鱗会京

都支部と洛東ロータリークラブの合同で100

尾の錦鯉と飼料を贈呈に再度, 北京を訪れ賓

館, 程局長並びに孫副局長, 張志民前館長同

夫人, 武外交部処長, 伊行政部副処長等の方々

に謹んで贈呈申し上げた｡ 初めて見る錦鯉に

感嘆の声をあげられて, 今後賓館が賓客をも

てなすに, より新しい景観と情趣を加えてい

ただいたと絶賛され, これが日中友好の懸橋

となり, 末永き友誼を希望するとして, 京都

支部と京都洛東ロータリークラブに夫々感謝

状をいただき参加者一同は感銘をあらたにい

たしました｡

�����

私の親友に畑野秀樹という同級生がいる｡

彼は平成元年自治医科大学を卒業, 研修を重

ね平成５年伊吹診療所に赴任した｡ 伊吹町と

は滋賀県と岐阜県の県境, 合戦で有名な関が

原に隣接した過疎地である｡ ｢ここに住んで

よかったと言わせたい｣ をスローガンに109

平方キロという広大な面積 (私が住んでいる

向日市の約15倍) をほとんど１人で駆け回っ

た｡ 少ない人的資源の中で住民に安心を与え

るために在宅医療の充実と保健・医療・福祉

の連携を重視し, 平成14年には老人１人当た

りの医療費が滋賀県で最も安くなった｡ また,

医療啓蒙の運動が奏功し基本健診受診率が70

％を超えた｡ さらに平成18年には地域包括ケ

アセンターいぶきの所長になった｡ これは診

療所・訪問看護ステーション・居宅介護支援

事業所・リハビリ施設・デイケア・老人保健

施設をすべて含む公設民営の施設で, 保健セ

ンター・社会福祉協議会が隣接する｡ ここの

最大の特徴は在宅への移行を念頭においてい

る点で, 施設も３ヶ月で必ず在宅に移行する

しそのためのリハビリを精力的に行っている｡

彼の尊敬すべき点は ｢まちがよくなるよう

に｣ と本気で考えていることである｡ そのた

めに医療レベルを高水準に保ちながらも患者

さんの目線で物事を考えている｡ ほとんどの

患者さんの家がわかり, カルテを見なくとも

自宅にいける｡ また, 患者さんの仕事・同居

者の数・人間関係等が頭に入っている｡ 医療

に反しない範囲で食事制限を緩和し車椅子の

人を芋掘りに連れて行く｡ 保険・医療制度を

利用しながらも, 場合によっては行政とやり

あい, 住民にとって良い方向に導く｡ 胸をはっ

て, プライドを持って仕事をしている｡

平成３年, 湖北総合病院で一緒に研修した

縁で, 15年以上たった今でも１年に１回は会

うようにしているが, いつもいつも大変そう

である｡ なにより抱えているものが小生のよ

うな ｢１医療機関｣ ｢街中の一部の地域｣ の

｢医療｣ ではなく, １行政区全体を保健・医

療・福祉全てにわたり丸々抱えている｡ 談笑

している間にも携帯・自宅電話を問わずどん

どん電話が鳴ってくる｡ 電話が鳴ると ｢ちょっ

と行って来るわ, 待っててください｣ と独特

の朴訥とした言い方で, 一瞬で仕事の顔にな

り, 出かけていく｡ そういう彼を見ていると

本当に気持ちがいいし, 彼を目標にして, い

やひそかにライバルと考えて自分を叱咤激励

している｡ 彼の最終目標は ｢住みよい伊吹｣

であり, そこまでスケールの大きい視点には

なかなか立てないが, 彼の原点である ｢目の

前の患者さんに集中する｣ ということは私の

原点でもあり, 及ばずながら年頭に当たって

の誓いの言葉としたい｡

(乙訓, 情報企画委員会委員 角水 正道)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全情報について, 最新情報を

掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 府医学術生涯研修課まで

ご連絡ください｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

①医薬品・医療機器等安全性情報第242号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報｣ は ｢アトルバスタチンカルシウム水和物｣ ｢塩酸チザ

ニジン｣ ｢チアマゾール｣ の情報, ｢２. 使用上の注意の改訂について(その192)｣ は ｢塩酸

アミトリプチリン他(11件)｣ の情報, ｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されてい

ます｡

なお, これらは日本医師会雑誌の平成20年２月号に掲載される予定です｡ また, 厚生労働

省の医薬品・医療機器等安全性情報に関するページ (http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/

iyaku_j/anzenseijyouhou.html) にも掲載されています｡

②ザナミビル水和物, 塩酸アマンタジンおよびリン酸オセルタミビル (タミフル) について

(日医常任理事)

ザナミビル水和物および塩酸アマンタジンについて, 異常行動の発現のおそれを使用上の

注意に記載し, 改めて医療関係者, 患者・家族等に対し注意喚起を図ること, また, リン酸

オセルタミビル (タミフル) についても, 現在講じられている措置は妥当であり, 引き続き

医療関係者, 患者・家族等に対し注意喚起を図ることを関係製造販売業者に求める通知がな

された旨, 医療機関に周知するものです｡

③染毛剤, 脱色剤および脱染剤の使用上の注意について (日医常任理事)

従来から通知されている標記使用上の注意の事項をより明確にすることを目的に, 今般,

見直しが行われたため, 関係者に対し周知するものです｡

④ ｢使用上の注意の改訂｣ について (日医常任理事)

【対象医薬品名】

｢GEM－プレミア3000PAK｣ ｢エゼチミブ｣ ｢Ｌ－カルボシステイン｣ ｢酢酸ゴセレリン(3.6mg),

(10.8mg)｣ ｢ドリペネム水和物｣ ｢リン酸オセルタミビル｣ ｢塩酸テルビナフィン(経口剤)｣

｢一般医薬品Ｌ－カルボシステインを含有する製剤｣ ｢黄熱ワクチン｣ ｢一般医薬品 カシュウ｣

なお, ｢使用上の注意の改訂情報｣ については医薬品医療機器情報提供ホームページ (http:

//www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) にも掲載されています｡
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先般, プラスチック製包装の分別・圧縮・

梱包を行っている圧縮梱包施設において, 廃

棄物の中に注射器や点滴袋等が混入していた

ため, 作業中の職員が注射針による怪我をす

るという人身事故が発生したとの報告があり

ました｡ プラスチックの選別作業は人手によ

るほかなく, 危険物の混入は作業を行う職員

の生命にかかわる重大事であることは明白で

あります｡ 当該医療廃棄物は京都市指定の資

源回収ゴミ袋 (透明緑字) に混入していたと

のことです｡ 注射針のみならず点滴袋が混入

していたことからも医療機関から排出された可能性は否めません｡ 使用済み注射針等の廃棄物

は感染性廃棄物であるため, 業者に引き取りを依頼しマニフェストを交付しなければならない

のは周知の通りであります｡ 一般の廃棄物との混入自体も廃棄物処理法を犯している上に, け

が人が出たことを鑑みても今回の感染性廃棄物が混入していたという事実を重く受け止めざる

を得ません｡

現在, 廃棄物の処理方法につきまして, 会員の皆様には適正な処理に努めていただいている

ところではございますが, ごく一部の医療機関による杜撰な廃棄物処理がなされますと, 府医

会員全てのイメージに波及する可能性もあります｡ 以上のようなことからも, 使用済み注射針

等の感染性廃棄物が家庭系の資源ゴミとして排出されることのないよう, 一層の認識を持って

いただくとともに, 在宅医療等で使用された廃棄物についても適正な処理を施していただきま

すようお願い申し上げます｡

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

第十二条の二 事業者は, 自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には, 政令

で定める特別管理産業廃棄物の収集, 運搬及び処分に関する基準に従わなければ

ならない｡

２ 事業者は, その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間, 環境省令で定める

技術上の基準 (以下 ｢特別管理産業廃棄物保管基準｣ という｡) に従い, 生活環

境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない｡

３ 事業者は, その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には,

その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運

搬業者その他環境省令で定める者に, その処分については同項に規定する特別管

理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければなら

ない｡

廃棄物は適正な処理を！
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漢方入門書

１) ｢やさしい中医学入門｣ 東洋学術出版社, 2006.10, 2,730円

日本では, まだ中医学を学ぶシステムが確立しておらず, 独学で学ぶにも初めての人に

とって, 中医学の内容が豊富すぎるため, 全体のつながりから見て重要な部分がわかりに

くい｡ 本書は, 気・血・水 (津液) など漢方の基本をイラストでわかりやすく解説したも

ので, 入門書として最適と思われる｡

２) ｢中医薬食理論がよくわかる まんが漢方入門｣
医道の日本社, 2007.４, 1,680円

中医学の陰陽五行説に基づいた薬物 (漢方) 治療, 食養生について, まんがでわかりや

すく解説したもので, 入門書としてなじみやすいと思われる｡

臨床向けの漢方解説書

１) ｢漢方治療44の鉄則－山本巌先生に学ぶ病態と薬物の対応｣
メディカルユーコン, 2006.６, 3,150円

漢方を病名診断, 病名分類して治療することを目指して, 漢方の臨床において, 知って

おかなければならない病態と薬物・薬能の対応について, まとめたものである｡

２) ｢病名漢方治療の実際－山本巌の漢方医学と構造主義｣
メディカルユーコン, 2004.12, 6,800円

西洋医学的疾病分類に基づき, 診療科別に個々の疾病に漢方的病態診断を加え, 病期・

病態・病人の体質を診断して, ｢証｣ に適合した方剤の組み立て方を解説しているので,

臨床医にとってわかりやすいものとなっている｡

(伏見医師会 田中 熟先生よりご推薦いただきました)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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府医図書室所蔵の下記ビデオテープをご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーし

てご希望のビデオに○印を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお

申し込みください｡ なお, 同一ビデオへのご希望が多数の場合は, 抽選とさせていただきます

のでご了承ください｡ 申し込み締切は２月29日(金) とさせていただきます｡

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

543 Functional dyspepsia の知見
東海大医学部消化器内科２教授

三輪 剛氏
Ｈ11・１ ２

544
米食と生活習慣病
①生活習慣病と食事
(認定内科医資格更新講座)

東大名誉教授
茨城県健康科学センター長

細田 憲政氏
Ｈ11・２ ２

545

米食と生活習慣病
②糖尿病及びその合併症の予防～
免疫学的見地から
(認定内科医資格更新講座)

国立京都病院副院長
葛谷 英嗣氏

Ｈ11・２ ２

546 慢性肝炎の発展阻止と発癌抑制
府医大第３内科助教授

岡上 武氏
Ｈ11・２ ２

547 心不全の発生機序とその治療
京大医学研究科循環病態学教授
次期日本内科学会会頭

篠山 重威氏
Ｈ11・２ １

548 上部消化管出血とその対策
京都第一赤十字病院消化器科部長

藤本荘太郎氏
Ｈ11・３ ２

549 外来診療における生活習慣病対策
滋賀医大福祉保健医学講座教授

上島 弘詞氏
Ｈ11・３ ２

550 開業医のための糖尿病診療の知識
京大医学部病態栄養部教授

清野 裕氏
Ｈ11・３ １

551
超音波検査のビットフォール
－肝・胆・膵・腎癌を中心に－

日本赤十字社熊本健康管理センター
健診部長

三原 修一氏
Ｈ11・４ ２

552
実地医家のための酸分泌抑制剤の使い
方

滋賀医大第二内科講師
小山 茂樹氏

Ｈ11・４ ２

553
胃癌・大腸癌の診断にＸ線検査は不要
となる？

京都がん協会副所長
多田 正大氏

Ｈ11・５ １

554 外科侵襲をめぐる人体の不思議
府医大第一内科教授

近藤 元治氏
Ｈ11・５ ２

555 肝癌撲滅をめざして
京大医療技術短期大学部教授

福田 善弘氏
Ｈ11・６ １

556 高脂血症の診療の実際
帝京大医学部内科学教室教授

寺本 民生氏
Ｈ11・６ １

557
消化器癌の外科治療成績と補助療法の
展望

府医大消化器外科教授
山岸 久一氏

Ｈ11・７ ２

558 心不全の治療

京大医学研究科循環病態学教授
(日本内科学会会頭, 日本心不全学
会理事長)

篠山 重威氏

Ｈ11・７ １



2008年(平成20年)２月１日 No.187816

図
書
室
だ
よ
り

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

559
薬物代謝から見た薬物相互作用
EBMの手順と高脂血症治療への応用

東北大薬学部衛生化学講座教授
山添 康氏

京大大学院医学研究科臨床疫学教授
福井 次矢氏

Ｈ11・７ １

560

保険診療としての ｢高コレステロール
血症治療剤｣ 最近の話題
高コレステロール血症診療のトピックス
(認定内科医資格更新講座)

京都府社会保険診療報酬支払基金審
査委員長

多田 寛氏
金沢大学第二内科教授

馬渕 宏氏

Ｈ11・８ ２

561 胃癌の診断と内視鏡治療の適応と限界
社会保険京都病院消化器内科部長

粉川 隆文氏
Ｈ11・８ ２

562 高齢者高血圧の治療指針
関西医科大学神経内科教授

日下 博文氏
Ｈ11・８ ２

563
変わり行く消化性潰瘍の診断と治療
－５年間にわたる除菌療法の経験から－

国立京都病院消化器内科医長
前川 高天氏

Ｈ11・９ ２

564
始まった脳死臓器移植：心臓移植の立
場から

大阪大学大学院医学系研究科機能制
御外科学教授

松田 暉氏
Ｈ11・９ ２

565
脳卒中治療の進歩－外科的立場より－
(認定内科医資格更新講座)

京都大学医学部脳神経外科教授
橋本 信夫氏

Ｈ11・９ ２

566
シンポジウム 総合画像診断
－肝・胆・膵を中心として
(認定内科医資格更新講座)

総括者 京都府保健環境研究所長・
府立医大名誉教授

前田 知穂氏
Ｈ11・９ ２

567 血清ペプシノーゲンによる胃癌検診
東邦大学第一内科教授

三木 一正氏
Ｈ11・10 １

568
肥満と動脈硬化
(認定内科医資格更新講座)

大阪大学医学部分子制御内科学 (第
二内科) 教授

松澤 佑次氏
Ｈ11・10 ２

569
医療の質をめぐる取組みの国際動向
(認定内科医資格更新講座)

東北大学大学院医学系研究科社会医
学講座国際保健学分野教授

上原 鳴夫氏
Ｈ11・10 １

570
大腸癌の治療
－術後再発例に対する再手術と化学療
法の有用性

国立京都病院外科医長
小泉 欣也氏

Ｈ11・11 ２

571
虚血性心疾患の遺伝子治療
(認定内科医資格更新講座)

京都大学医療技術短期大学部教授
藤田 正俊氏

Ｈ11・11 １

572
循環器領域における遺伝子診断と治療
の現況と将来展望
(認定内科医資格更新講座)

東京大学医学部循環器内科学教授
永井 良三氏

Ｈ11・11 １

573

世界初のノイラミニダーゼ阻害型イン
フルエンザ治療薬について
インフルエンザの予防と治療について
－ノイラミニダーゼ阻害剤を中心に－

洛和会音羽病院
日置辰一朗氏

大阪府立公衆衛生研究所ウイルス課
課長

奥野 良信氏

Ｈ11・11 １

574
胃癌の自然史と生物学的特性
－診断・治療上の問題点

金沢大学がん研究所所長 (外科教授)
磨伊 正義氏

Ｈ11・12 ２

575 血液腫瘍 －最近の進歩－
京大医学研究科血液病態学講座教授

内山 卓氏
Ｈ11・12 ２
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平成19年11月 医療界を巡る動き
京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

11. ２ 下京西部医師会との懇談会開催
11. ３ 京都府医師会創立60周年記念式典を開催
11. ３ 京 (みやこ) 食育フェアに出展
11. ３ シックハウス公開講座を開催

11. ９ レセプト出張受付実施 (舞鶴・福知山)
11. 10 第14回府医健康講座開催
11. 10 京都府医療推進協議会主催 ｢これからの医療・

介護・福祉を守るために－みんなが安心できる
社会を目指して｣ 開催－医療提供体制の堅持な
どを決議

11. 10 第38回全国学校保健・学校医大会に出席
11. 10 感染予防対策講習会を府医大で開催
11. 10 日医ふれあい健康ＴＶをＫＢＳ京都で収録

11. １ 日医が診療関連死を届け出る ｢医療事故調査
委員会｣ の設置に賛同

11. ２ 厚労省が2008年度診療報酬改定で診療所の夜
間診療の評価引き上げ, 初再診料の点数引き下
げの方針を中医協・診療報酬基本問題小委員会
に示す

11. ２ 厚労省が中医協・診療報酬基本問題小委員会
に対し, 後期高齢者医療制度の診療報酬につい
て, 外来に新たな医学管理料を新設することを
提案

11. ２ 厚労省が中医協・診療報酬基本問題小委員会
に対し, 外来管理加算に新たに目安となる ｢時
間｣ の設定を提案

11. ２ 政府が ｢2007年版少子化社会白書｣ を閣議決
定－高齢者給付の見直しを指摘

11. ５ 財務省・財政制度等審議会が2008年度診療報
酬改定についてマイナス改定を求める方向で合
意

11. ５ 感染症週報 (第42週：10月15日～21日) で百
日咳の報告数が92例となり, 2001年以降で最高
値

11. ６ 日医・唐澤会長が ｢財政制度等審議会の指摘
通りに診療報酬を引き下げると医療は絶対に崩
壊する｣ と反論

11. ７ 東京地裁が混合診療を認める異例の判決
11. ７ 日医と日本小児科医会が小児救急電話相談の

全国センター設置を求める方針示す
11. ７ 大阪高裁が薬害肝炎訴訟で和解勧告

11. ９ 処方せんを後発品に ｢変更不可｣ のみ署名す
る形式に変更－2008年診療報酬改定で後発品を
｢原則使用｣ に

11. １ 山田洋行が年間約200万円の政界工作費を計
上し, 元防衛大臣・久間章生ら複数の政治家に
｢お車代｣などの名目で供与していたことが判明

11. １ 中日ドラゴンズが日本シリーズで北海道日本
ハムファイターズを下し, 1954年以来となる53
年ぶり２度目の日本一に輝く

11. ２ ベネズエラの首都カラカスで大規模な反政府
デモが発生

11. ２ 奈良県の医師宅で発生した放火殺人事件の容
疑者の少年の供述調書などを引用した単行本・
『僕はパパを殺すことに決めた』 が出版された
秘密漏示事件で, 奈良地検が, 長男を精神鑑定
した京都市左京区内の医師を秘密漏示罪で起訴

11. ３ パキスタンのムシャラフ大統領が非常事態宣
言を行い, 憲法を停止 (12月15日解除)

11. ４ 民主党小沢代表が福田首相と行った党首会談
で大連立構想について議論したことに関し, 党
内外の不信を招いた責任を取りたいとして党役
員会に代表職の辞職願を提出

11. ５ グアテマラの大統領選挙の決選投票が行われ,
国民希望党 (中道左派) のアルバロ・コロンが,
愛国党 (右派) のオットー・ペレスを破り当選

11. ６ 民主党の小沢代表が代表辞意を撤回
11. ７ 大阪府・太田知事が, 2003年～2007年にかけ,

府内の中小企業経営者らで作る 『関西企業経営
懇談会』 の会合に計11回出席し, 会費から講師
謝礼として, 計883万円を受け取っていたこと
が判明

11. ９ パキスタンのブット元首相が自宅軟禁, 13日
にも再び軟禁
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京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

11. 12 乙訓医師会との懇談会開催

11. 14 府医・地区合同選挙管理委員会を開催
11. 14 乳がん・子宮がん合同研修会開催
11. 15 都道府県医師会広報担当理事連絡協議会に出

席
11. 16 近医連医業経営担当理事連絡協議会に出席
11. 17 在宅医療推進のための生涯教育シリーズ第２

回を開催
11. 17 地区社会保険担当理事連絡協議会を開催
11. 17 両丹医師会合同協議会に出席
11. 17 南部４地区医師会連絡協議会に出席
11. 18 近医連学校医研究協議会・総会に出席

11. 24 ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校における
モデル事業研究協議会に出席

11. 24 相楽医師会との懇談会開催

11. 30 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会に
出席

11. ９ 老健での麻薬処方を算定可能に－2008年度診
療報酬改定で厚労省方針

11. ９ 政府が ｢2007年版自殺対策白書｣ を閣議決定－
総合的な自殺対策の必要性提示

11. 12 厚労省が６月に示していた医療法人に特養設
置を認める方針を撤回する事務連絡

11. 13 厚労省が不正請求の疑いのあるコンタクト診
療所を一斉監査する方針示す

11. 16 規制改革会議が混合診療解禁を最重要課題と
して議論再開

11. 16 混合診療の東京地裁判決に対し国が控訴

11. 19 財政制度等審議会が2008年度予算編成に関す
る建議 (意見書) まとめる－診療報酬の引き下
げ指摘

11. 21 京大再生医科学研究所 (山中伸弥教授) チー
ムが人の皮膚から ｢万能細胞・人工多能性幹細
胞 (iPS 細胞)｣ をつくることに成功

11. 28 自民党厚労関係議員による ｢国民医療を守り
危機突破を図る緊急議員連盟｣ が発足－署名活
動を展開

11. 12 衆議院テロ防止・イラク支援特別委員会が,
海上自衛隊のインド洋での給油活動を再開させ
るための新テロ対策特別措置法案を, 自民・公
明両党の賛成多数で可決

11. 12 京都市が, 不適切な忌引休暇を取得していた
職員が, 過去５年半で11人いたことを明らかに
する

11. 13 元西鉄ライオンズ投手の稲尾和久が死去

11. 15 チリ北部で, マグニチュード7.7の地震が発
生

11. 17 バングラデシュ南部の沿岸部で強大なサイク
ロンが発生－約1,100人が死亡

11. 17 福田首相と, アメリカのブッシュ大統領が,
ホワイトハウスで初の首脳会談

11. 22 レストランのガイドブック 『ミシュランガイ
ド』 の東京版が全国の書店で発売

11. 24 パキスタン選挙管理委員会が10月の大統領選
挙で最多票を獲得したムシャラフ大統領の当選
を正式発表

11. 24 オーストラリア総選挙で野党・労働党が圧勝－
11年ぶりに政権交代
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京医選管発第44号

平成20年１月16日

当該地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

府医代議員・予備代議員補充選挙における候補者について (告示)

平成20年２月３日投票の標記選挙において, 府医選挙規定第29条により, 候補者を次の

とおり告示します｡

＜代 議 員＞

西 京 (６) 松原 健 豊田弥八郎 大八木 明 奥村 正治

唐原 優 中路 裕

綴 喜 (２) 澤井 公和 岡林 正純

＜予備代議員＞

西 京 (６) 平杉 嘉昭 石田 章 塚本 忠司 岩瀬 知行

酒井 修 稲掛 英男

綴 喜 (１) 池崎 稔

京医選管発第45号

平成20年１月16日

当該地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

府医代議員・予備代議員補充選挙における当選人について (告示)

標記選挙における京医選管発第44号にて告示した候補者について, 西京, 綴喜地区につ

いては, 当該選挙の定数を超えなかったため, 府医選挙規定第31条により投票を行わず,

候補者をもって当選人と定めましたので告示します｡
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平成20年１月１日から, すべての医療機関より, 麻しん・風しん患者全員について発生状況

を報告していただきますことは, すでに周知させていただきましたが, 下記のとおり改正のポ

イントにつきまして厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします｡

① 従来, 麻しん (小児科定点), 成人麻しん (基幹定点), 風しん (小児科定点) はそれぞれ

指定届出機関として指定された病院より患者数等の届出をしていただいておりましたが, 平

成20年１月１日からは麻しんおよび風しんを診断した全ての医療機関より, 詳細な届出様式

による届出をしていただくことになります (この改正により, ｢麻しん｣ と ｢成人麻しん｣

の区別はなくなり, ｢麻しん｣ に一本化されます)｡

② 従来, 麻しん, 風しんは臨床症状を基準として, 成人麻しんは検査所見を基準として届出

をしていただいておりましたが, 平成20年１月１日からは

麻しん‥‥①検査診断例, ②臨床診断例, ③修飾麻しん (検査診断例)

風しん‥‥①検査診断例, ②臨床診断例

のそれぞれについて必要な要件を満たした場合, 届出をしていただくことになります｡

なお, 麻しんの臨床診断例については, 届出後であっても可能な限り検査診断を実施し,

その結果について最寄りの保健所に報告していただくようお願いします｡

③ 麻しんおよび風しんの届出は, 診断後７日以内に行うことと定められていますが, 麻しん

については, より迅速な封じ込め等の対応に資するため, 診断後24時間以内を目処に最寄り

の保健所への届出を行っていただくようお願いします｡

④ 厚生労働省令で定める届出事項として, 新たに, 麻しんについては ｢麻しん含有ワクチン

接種歴｣, 風しんについては ｢風しん含有ワクチン接種歴｣ を知り得る限り届け出ていただ

くこととなります｡

����������	
���������

制度改正のポイント

特定健康診査・特定保健指導実施医療機関の募集につきましては, 京都医報１月15日号

(No. 1877) 付録 (ピンク色の別綴じ) またはホームページ (http://www.kyoto.med.or.jp/

tokuteikenshin.htm) をご覧ください｡



2008年(平成20年)２月１日 No.1878 21

お
知
ら
せ

このたび, 京都市では, 平成20年１月９日(水) から, 電子メールを利用した ｢医療従事者

向け 京都市感染症情報配信サービス｣ を開始することとなりました｡ 先生方のご協力のもと,

京都市感染症発生動向調査事業で得られた感染症の情報については, 京都市感染症週報等のか

たちでとりまとめ, 京都市衛生公害研究所や京都市地域医療課のホームページを利用し, 情報

提供を行っているところです｡ 本事業は, 更にこれらの情報を有効かつ身近に活用していただ

くことを目的として, 週報の概要版や感染症に係る緊急情報等を, 事前にご登録いただいた方々

に直接, 電子メールで配信するものです｡

このサービスをご利用いただくには, 事前の配信登録が必要となりますので, 下記をご参照

のうえ, 本システムのご活用をお願いいたします｡

記

１ 配信の内容

京都市感染症週報概要版, 感染症に係る緊急情報など

２ 登録受付の開始日時

平成20年１月９日(水) 午後２時から

３ 配信登録の方法

京都市保健福祉局 衛生公害研究所のホームページに設けられた ｢医療従事者向け京都市

感染症情報配信サービス｣ のページへアクセスください｡

ＵＲＬ http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000026535.html

｢配信登録｣ のリンクをクリックし, 以下のユーザー名とパスワードをご入力ください｡

ユーザー名：kinformation7

パスワード：kyotoic7

なお, これらのユーザー名およびパスワードは, 情報の不用意な独り歩き等を防止するた

め, 対象を医療従事者の方々に限定する目的で設定しておりますので, お取り扱いにはご配

慮いただきますよう, よろしくお願いいたします｡

ログイン画面に希望されます配信先の電子メールアドレスをご入力いただき, 登録ボタン

をクリックしていただくと, 登録が完了いたします｡

なお, 本サービスは通常の携帯電話によるメールには対応しておりませんので, よろしく

ご了承願います｡

４ お問い合わせ先

京都市衛生公害研究所 担当 疫学情報部門 TEL 075－312－4943

京都市衛生公害研究所からのお知らせ

電子メールを利用した ｢医療従事者向け
京都市感染症情報配信サービス｣ の開始について
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医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請について
(お知らせ)

医療法の一部改正に伴う, 医療法人の定款または寄附行為の変更認可申請につきまして

は, 変更認可の申請期限 (平成20年３月31日) が迫っておりますので, 業務ご多忙とは思

いますが, 定款または寄附行為の変更認可申請を行っていただきますよう, よろしくお願

いいたします｡

なお, 不明な点がありましたら, 下記の問い合わせ先までご連絡願います｡

＜提出先および問い合わせ先＞

■法人事務所が京都市内にある場合：京都府保健福祉部 医療室 医務・看護担当

電話 075－414－6190

■法人事務所が京都市外にある場合：所轄の保健所企画調整室

｢がん医療における緩和ケアに関する医師の意識調査｣
の実施について

日本医師会では, 平成19年４月に ｢がん対策基本法｣ が施行され, 同法に基づいて６

月に ｢がん対策推進基本計画｣ が策定されたことを踏まえ, 厚生労働省の委託事業とし

ての ｢がん医療における緩和ケアに関する医師の意識調査｣ を行います｡

本調査票についてはすでに１月初旬より順次会員各位のお手元に届いていることと存

じます｡ 府医といたしましても本調査の重要性に鑑み協力する方針ではありますが, 今

般の調査については12月28日付けにて府医宛, 日医より通知があり, １月９日より発送

するという非常に短期間の日程での連絡内容でありました｡ このことについて今後は都

道府県医師会よりの周知期間を十分に確保する旨, 日本医師会へ申し入れを行ったとこ

ろであります｡ 本調査の回答締め切り期限は１月31日(木) となっており, 本記事掲載

時点ではすでに期日を過ぎていることとなりますが, ２月初旬をめどに再度, 回答につ

いてのお願いがなされるとともに, その再提出の期限が２月25日(月) であることを日

本医師会に確認しております｡ そこで改めて府医よりのお願いといたしまして, 会員各

位には本調査に積極的にご協力いただきますようお願い申し上げます｡
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厚生労働省では, ｢女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組｣ (ポジティブ・ア

クション) および ｢仕事と育児・介護との両立支援のための取組｣ について, 他の模範ともい

うべき取り組みを推進している企業を対象に ｢均等・両立推進企業表彰｣ を実施しています｡

平成20年度の各賞の候補を公募しますので, ぜひご応募ください！

応募の受付期間は, 平成20年１月１日から３月31日までです｡

１ 表彰の種類
(１) 均等・両立推進企業表彰

� �������	
�

(２) 均等推進企業部門, (３) ファミリー・フレンドリー企業部門

� ������	
�

� �����	
�

� ��������

２ 対象となる企業
｢均等・両立推進企業表彰基準｣ を満たす企業が表彰の候補となります｡

なお, 対象となる企業には医療機関も含んでいます｡

(詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください｡)

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html)

３ 応募受付期間
平成20年１月１日から３月31日まで���������

４ 応募方法
応募用紙に必要事項を記入の上, 京都労働局雇用均等室あてにファクシミリ, 郵送に

て応募してください｡

５ 実施要領・応募用紙の配付
京都労働局雇用均等室で配付するほか, 厚生労働省ホームページに掲載しています｡

６ 受賞企業の表彰
平成20年10月に表彰を行う予定です｡

○お問い合わせ, 応募先は
京都労働局雇用均等室

〒604－0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

TEL 075－241－0504 FAX 075－241－0493

平 成
20年度 ｢均等・両立推進企業表彰｣ 候補企業の公募について
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京都府医師連盟主催の医療政策懇談会を京都府医師会が後援することとなりました｡ 慶應義

塾大学商学部教授 権丈善一氏が講師に招聘され, 『医療政策は選挙で変える－再分配政策の政

治経済学Ⅳ(仮題)』 で医療制度・年金制度のあるべき姿や, ｢再分配政策の政治経済学｣ シリー

ズとして, ここ１年の学界・政界・メディアウォッチングと自身の社会保障政策論などをテー

マに, 下記の日程で懇談会および懇親会が開催されます｡

会員の先生方とともに保険医療政策を勉強し, 忌憚のない意見交換が行える懇談会になると

考えますので, 多数ご参加下さいますようお知らせいたします｡

なお, 参加数把握の関係上, 参加ご希望の場合は①医療機関名, ②参加者氏名, ③連絡先電

話番号, ④懇親会参加の有無をご記入のうえ, 京都府医師会保険医療課まで FAX (075－314－

5042) もしくは郵送にて２月７日(木) までにお申し込みください｡

記

日 時 ２月14日(木) 午後５時30分～講演会, 午後７時～懇親会

場 所 ホテルグランヴィア京都３階 ｢源氏の間｣

講 演 ｢医療政策は選挙で変える－再分配政策の政治経済学Ⅳ－(仮題)｣

講 師 慶應義塾大学商学部教授 権丈 善一氏

主 催 京都府医師連盟

後 援 京都府医師会

医療政策懇談会開催のお知らせ

�� ��� ��

慶應義塾大学商学部教授 博士 (商学)
1962年福岡県生まれ｡ 1985年慶應義塾大学商学部卒業, 1990年慶應義

塾大学大学院商学研究科博士課程修了｡ 嘉悦女子短期大学専任講師, 慶
應大学商学部助手, 同准教授を経て, 2002年より現職｡
著書に 『医療政策は選挙で変える－再分配政策の政治経済学Ⅳ』 (2007
年), 『年金改革と積極的社会保障政策－再分配政策の政治経済学Ⅱ』
(2004年), 『再分配政策の政治経済学－日本の社会保障と医療』 (2001年)
などがある｡



2008年(平成20年)２月１日 No.1878 25

お
知
ら
せ

と き ２月23日(土) 午後２時～午後４時30分

ところ 京都テルサ (京都府民総合交流プラザ・テルサホール)

交通アクセス：地下鉄九条駅・近鉄東寺駅から徒歩５分 市バス九条車庫すぐ

テーマ 医療崩壊と救急医療 ～今, 医療現場から伝えたいこと～

講演内容

��� ���� ｢医療崩壊と救急医療｣

有賀 徹氏 (昭和大学病院副院長 救命救急センター長)

��� 	
��������

パネリスト 有賀 徹氏 (昭和大学病院副院長 救命救急センター長)

平野 伸二氏 (国立病院機構舞鶴医療センター院長)

松村 淳子氏 (京都府保健福祉部健康・医療総括室長)

奥田 善治氏 (京都市消防局安全救急部長)

座 長 山木 垂水氏 (京都府医師会 医療安全対策委員会委員長)

齋藤 信雄氏 (京都府医師会 医療安全対策委員会副委員長)

定 員 先着500名・入場無料

自由参加になっておりますので直接会場にお越しください｡

多数のご参加をお待ちしております｡

その他 平成19年の医療法改正に伴い, 無

床診療所においても医療に係る安

全管理のための職員研修の実施が

義務付けられました｡

今回のシンポジウムは, 外部研修

の一環として開催され, 受講され

た方には修了証を交付します｡

(医療機関従事者に限ります)

京都医報１月15日号にチラシを同

封しておりますので, 併せてご覧

ください｡

主 催 京都府医師会

第５回 京都府医師会医療安全シンポジウムのお知らせ

�������������� !"#$
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今回が初めてとなる ｢市民公開講座｣ を下記のとおり開催いたします｡ 特定健診を前に ｢メ

タボリックシンドローム｣ をテーマに講演｡ シンポジウムにおいて医療, 食生活, 運動のそれ

ぞれの分野から意見交換をおこないます｡ 本号に

同封の折り込みポスターを待合室など, 患者さん

の目につくところにぜひご掲示いただきますよう

お願い申し上げます｡

��������

と き ３月１日(土) 午後１時～４時
ところ 京都府医師会館

講 演

｢メタボリックシンドロームの予防と対策｣

シンポジウム

脱メタボは生活習慣の改善から！

��������	
���

�����������

�����������

対象者 一般府民・市民

参加費 無 料

｢市民公開講座 あなたは大丈夫？
メタボリックシンドロームの予防と対策｣のおしらせ

◆◆ �	
�������������������� ◆◆

府医では, ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ)の試験運用を開始しました｡
登録方法は下記のとおりですが, 基本的には, 府医事務局までＭＬ登録の旨ご連絡いただき, 登録

が完了しますと ｢Welcome to kyoto -med mailing list｣ という件名で登録完了をお知らせするメール
が送信されます｡ その後, ご使用中のパソコンで指定のメールアドレスに送信していただくことで,
ＭＬに登録されたすべての会員や地区医師会に自動的にメールが送られることになります｡ 詳細は,
下記をご参照ください｡

【登録方法】
 !"#$%�&���'()*+,'�-

●①地区医師会名 ②医療機関名 ③氏名 ④メールアドレスを記載の上, ＦＡＸまたはＥメールで府
医事務局総務課まで送信してください｡
＜宛 先＞ ＦＡＸ：075－314－5042 メール：kma26@kyoto.med.or.jp
●お申込みいただいた会員の先生方には, 府医事務局においてアドレスを登録し, 確認メール (件名：
｢Welcome to kyoto-med mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡
●『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-kiyaku.pdf
●『京都府医師会・会員メーリングリスト運用ガイドライン』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-unyougaido.pdf
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【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 第12回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

３. 産業医研修会の状況

４. 平成19年度第１回性教育の指導に関す

る実践推進事業連絡協議会の状況

５. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の状況

６. 第10回乳がん検診委員会の状況

７. 12月度地域医療担当部会の状況

８. スポーツ選手と指導者のためのスポー

ツ医事相談の状況

９. 第２回ＦＩＭ講習会実行委員会の状況

10. 第１回地域連携パス運営会議 (リハビ

リ懇談会) の状況

11. 第10回乳幼児保健委員会の状況

12. 第16回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

13. けいはんな ｢光医療産業バレー｣ シン

ポジウムの状況

14. 第10回健康日本21対策委員会の状況

15. 京都府医療対策協議会の状況

16. 府医学術講演会の状況

17. 暖房用重油の購入

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会７件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 地区医師会との懇談会の開催を可決

21. 第13回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

22. 第３回ＦＩＭ講習会実行委員会の開催

を可決

23. 第２回地域連携パス運営会議 (リハビ

リ懇談会) の開催を可決

24. 産業医研修会の共催を可決

25. 介護予防講演会およびシンポジウムの

開催を可決

26. 第11回乳がん検診委員会および地区乳

がん検診担当者連絡会の合同開催を可決

27. ｢京都府医師会学校医部会規約｣ の改

訂を可決

28. 新任学校医研修会の開催を可決

29. 第２回都道府県医師会特定健診・特定

保健指導連絡協議会への出席を可決

30. 京都市への生活機能評価の見積書提出

を可決

31. 市民公開講座 ｢京都のがん医療を考え

る｣ への後援を可決

32. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

33. 第７回 ISPTID への後援を可決

34. 柏樹会会員への記念品送付を可決

35. 看護専門学校助産学科開設を可決

36. 看護専門学校実習謝金の支出対象施設

の変更を可決

第34回定例理事会 (12.13)

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 第９回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

４. 第15回府医選挙管理委員会の状況

第35回定例理事会 (12.20)
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５. 個別指導の状況

６. 基金合審の状況

７. 第15回社会保険研究委員会の状況

８. 国保合審の状況

９. 第15回基本健康診査委員会の状況

10. 地域ケア委員会の状況

11. 第７回京都府介護支援専門員会理事会

の状況

12. 近医連特定健診・特定保健指導担当理

事連絡協議会の状況

13. 京都市急病診療所第184回運営委員会

の状況

14. 第13回医業経済・融資斡旋委員会の

状況

15. 第９回臨床研修制度検討委員会の状況

16. 平成19年度近医連医事紛争担当理事連

絡協議会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 12月度協会医賠処理室会提出件数

19. 平成19年度日医医事紛争担当理事連絡

協議会の状況

20. 平成19年度全国医師会共同利用施設

(臨時) 総会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会９件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 第16回府医選挙管理委員会の開催を

可決

24. 会館建設設計業者の選定基準および依

頼を可決

25. 会館建設選定委員会の設置を可決

26. 第10回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

27. 事務職員の退職並びに退職給与金の支

給を可決

28. 事務職員の試用採用を可決

29. 事務職員の人事異動を可決

30. 京都地方社会保険医療協議会委員の推

薦を可決

31. 子ども・子育ていきいきフェアへの出

展を可決

32. 第３回全国メディカルコントロール協

議会連絡会への出席を可決

33. 平成19年年末年始救急医療協力謝金の

支払いを可決

34. 第27回学校医部会総会の開催を可決

35. 地区医師会・専門医会税務担当理事連

絡協議会の開催日程変更を可決

36. 府医学術講演会の開催を可決

37. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

38. 日医生涯教育協力講座セミナー ｢生活

習慣病の克服をめざして｣ の開催を可決

39. 看護専門学校パート職員の採用を可決

40. 会館建設小委員会の中止並びに第１回

会館建設業者選定委員会の開催を可決

～ ２月度請求書 (１月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(日) 午後５時まで

△

国保 10日(日) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されています｡

(詳細は４月15日号保険医療部通信参照)

△

労災 12日(火) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡




